超音波検査士一覧 （産婦人科）

2019年1月現在

＊名前・勤務先の掲載を希望しない方は事務局までメールにてご連絡下さいますようお願いいたします。

－ 北海道 －
1460 遠藤 由美

公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤
医協中央病院

5771 工藤 利恵子 豊和会 新札幌豊和会病院

4398 西森 香代
12441 大谷 奈央

進藤医院
北海道胆振総合振興局

13372 河瀬 敬和

慶愛病院

13376 西山 奈緒美 育愛会 札幌東豊病院

15436 犬走 真弓

福住産科婦人科クリニック

15440 伊木 美那子 慶愛病院

－ 青森県 －
3864 藤岡 美幸

弘前大学大学院保健学研究科

8380 奥瀬 真利子 八戸赤十字病院
12689 葛西 かおる 弘前大学医学部附属病院

6429 櫛引 望

三沢市立三沢病院

11754 加藤 望

八戸西健診プラザ

13371 新山 聖子

青森市民病院

7655 石田 直美

岩手医科大学

－ 岩手県 －
246 藤原 雅之

盛岡赤十字病院

9562 平賀 悠里江 岩手医科大学

－ 宮城県 －
656 渡辺 さち子 ＪＣＨＯ 仙台南病院
8666 石田 恵利子 仙台ソレイユ母子クリニック

4130 阿部 佐智子 JCHO仙台南病院
8667 大村 真紀

スズキ記念病院

3122 渡部 多佳子 秋田赤十字病院

3184 大山 葉子

秋田厚生医療センター

5085 渡辺 智美

9361 粟津 亜衣子 大曲厚生医療センター

11983 石川 美喜子 スズキ記念病院

－ 秋田県 －

市立秋田総合病院

－ 山形県 －
832 富田 和俊
15439 長澤 智子

公立学校共済組合 東北中央病院

14000 武田 純子

横山厚生会横山病院

三井病院

－ 福島県 －
113 斎藤 統
11984 早坂 美保

入澤腎泌尿器科内科クリニック

661 柏木 美登里

国立病院機構福島病院

－ 茨城県 －
3120 若林 弘

国立病院機構 霞ヶ浦医療センター

4222 本橋 淳子

つくばセントラル病院

7378 飯島 佐織

遠藤産婦人科医院

8424 倉持 智子

遠藤産婦人科医院

8839 饗場 仁美

つくばセントラル病院

13370 野澤 恵子

11987 井上 千鶴

池羽レディースクリニック

－ 栃木県 －
83 石川 敦

国際医療福祉大学クリニック

481 今野 佐智代 獨協医科大学病院

1172 山田 悦子

452 大久佐 紀子 獨協医科大学日光医療センター
1030 大関 咲子

佐野厚生総合病院

1428 松本 浩子

獨協医科大学病院

2396 高瀬 直敏

獨協医科大学病院

2524 和貝 和子

済生会宇都宮病院

2817 塚原 訓子

済生会宇都宮病院

3446 安藤 敏一

国立病院機構霞ヶ浦医療センター

5394 石川 智美

臼井産婦人科

7894 岡野 宏美

栃木県立がんセンター

10252 仙波 邦子

恩師財団 栃木県済生会宇都宮病院

10498 鈴江 理恵

佐野厚生総合病院

－ 群馬県 －
3137 有馬 ひとみ 前橋赤十字病院

8986 山岡 美奈子 横田マタニティーホスピタル
13996 金井 久美子 横田マタニティーホスピタル

6432 増山 葉月

10496 木村 裕美

産科婦人科 館出張 佐藤病院

いしもとレディスクリニック

14702 浦野 佳奈恵 原町赤十字病院

14703 相馬 菜美子 舘出張 佐藤病院

－ 埼玉県 －
1027 榎本 英雄

埼玉県立小児医療センター

2931 吉原 靖之

越谷市立病院

3141 飯塚 利香

3427 佐藤 俊行

西埼玉中央病院

4268 坂井 伸二郎 川口市立医療センター

4867 渋谷 賢一

越谷市立病院

5747 横尾 愛

川口市立医療センター

5770 関原 真紀

松田母子クリニック

5774 野澤 直子

小川産婦人科小児科

5917 熊谷 佳奈江 越谷市立病院

6254 岡野 里賀

越谷市立病院

6338 鴻巣 由香

7943 吉越 和江

川口市立医療センター

8670 島﨑 亜矢子 愛和会 愛和病院

8672 中川 千晴

愛和会 愛和病院

8673 筋野 郁実

9551 内田 ゆみ

埼玉病院

9557 田口 知里

9563 堀口 由香里 俊仁会 埼玉よりい病院

愛和会 愛和病院

11243 舘 瑞希

小川産婦人科小児科

11246 前田 早紀

愛和病院

11248 渡邉 由香

愛和会 愛和病院

12690 船川 咲恵

双鳳会 山王クリニック

12693 藤野 浩江

なし

12695 小林 友恵

13374 千田 貴子

愛和会 愛和病院

13995 栗原 枝里子 愛和病院

13998 丸山 千鶴

13999 金澤 和子

マキウイメンズクリニック

14706 蓮見 美幸

15435 鳥山 香織

恵愛会 恵愛病院

15443 石井 美由起 永井マザーズホスピタル

国立病院機構 埼玉病院

－ 千葉県 －
151 藤沢 一哉

津田沼中央総合病院

1002 渡辺 和彦

木下会 千葉西綜合病院

2099 板木 裕子

山口病院

2101 大久保 香

共立習志野台病院

2160 金 徳男

東邦大学医療センター佐倉病院

2538 植松 裕子

大高医院

2776 千田 裕子

ポートスクエア柏戸クリニック

2821 笹原 陽子

メディカルガーデン新浦安

3493 佐々木 健

東邦大学医療センター佐倉病院

3524 田端 強志

東邦大学医療センター佐倉病院

3860 大山 利香

成和会 山口病院

5092 伊藤 絵理

柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック

5103 荻原 恵理子 順天堂浦安病院

5769 松丸 葉月

順天堂大学浦安病院

6430 中嶋 友美

順天堂浦安病院

7940 吉田 怜子

8674 野上 直子

順天堂大学浦安病院

9182 新井 聡子

9549 板橋 典子

日立メディコ

9550 山﨑 麻子

9556 田形 千寿子 窪谷産婦人科

千葉大学医学部附属病院

10271 石井 久美子 千葉大学医学部附属病院

10493 加藤 なぎさ

共立習志野台病院

12692 多木 朱音

成和会 山口病院

14001 今井 仁美

作永産婦人科

15434 田中 明子

稲毛バースクリニック

15438 木下 恵

成和会 山口病院

－ 東京都 －
26 高坂 登

松下通信工業株式会社

219 石川 順子

東海大学医学部付属八王子病院

222 井上 淑子

虎の門病院

252 山川 忠弘

とよしま内視鏡クリニック

338 淺野 典子

浅野医院

358 本田 玲子

東京歯科大学水道橋病院

446 岩村 和惠

西新宿ブレストセンタークサマクリニック

746 浦田 毅

杏林大学医学部附属病院

771 川上 千賀子 東海大学医学部附属東京病院

867 本間 幸雄

あけぼの病院

1057 栗原 紀子

日本予防医学協会

1065 飯田 綾子

1181 実田 路子

豊智会 八重洲クリニック

1310 井上 佳子

用賀アーバンクリニック

1454 渡辺 敬子

杏林大学医学部付属病院

1462 野口 賀代

中島クリニック

1619 河本 敦夫

東京医科大学病院

1703 山﨑 千佳子 東芝メディカルシステムズ

1844 森原 加代子 東京女子医科大学

1895 落合 直子

東海大学医学部付属八王子病院

1967 助川 久美子 都立駒込病院

2054 星 晴彦

大森赤十字病院

2278 植田 香代子 圭徳会 神代クリニック

2315 金子 和彦

日本大学医学部附属板橋病院

2344 小林 真実

東京都観察医務院

2484 丸山 憲一

東邦大学医療センター大森病院

2503 八鍬 恒芳

東邦大学医療センター大森病院

2593 寳田 雄一

東邦大学医療センター大森病院

2714 苅谷 有紀

東海大学医学部付属八王子病院

2797 髙橋 律子

池上総合病院

3029 重政 みのり

ＧＥヘルスケア・ジャパン

3128 秋元 崇史

健康館 鈴木クリニック

3217 草野 由美

都立墨東病院

3267 加賀田 ひろ子 日本大学医学部附属板橋病院

3372 湊川 靖之

国立研究開発法人 国立成育医療研究セン
ター

3678 櫛田 晃子

昭和大学病院

4214 金丸 恭子

東京都済生会中央病院

4237 工藤 岳秀

東邦大学医療センター大森病院

4535 石川 久顕

ビオセラクリニック

4980 原 真弓

東邦大学医療センター 大森病院

5037 三塚 幸夫

東邦大学医療センター大森病院

5084 渡邊 清香

5536 柴田 恵

戸塚ロイヤルクリニック

6156 金子 博美

6242 外口 明子

東京都済生会中央病院

6431 原 幸子

医療法人財団順和会 山王病院

6434 岡本 悠貴子 シーメンスヘルスケア

6655 篠塚 良美

東邦大学医療センター大森病院

6671 佐々木 幸子 立川病院

6997 塩田 博子

The Fetal Sciense

7063 塚越 由香

武蔵野徳洲会病院

7285 立川 由紀

成城マタニティクリニック

7806 高村 公裕

東京慈恵会医科大学附属病院

8417 木村 友美

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

8465 渋谷 一敬

ピーディーエス

8646 山下 恵永

東京慈恵会医科大学附属病院

8662 阿部 裕美

エシック

8668 中澤 智美

丸の内の森レディースクリニック

9106 藤江 朋子

みなみ野循環器病院

9205 稲川 天志

ピーディーエス

9246 景山 里佳子 東京都保健医療公社 荏原病院

9560 豊野 奈緒美 向日葵会まつしま病院

9564 岩本 史帆

9894 澤本 久美子 公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原

順天堂大学医学部附属練馬病院

病院

10497 紫藤 さやか 医療法人財団 順和会 山王病院

10499 竹上 亜紗子 順天堂大学医学部附属順天堂医院

11032 上村 花奈

東京都保健医療公社 荏原病院

11069 板橋 彩子

東京都保健医療公社 荏原病院

11244 青山 資子

向日葵会 まつしま病院

11298 関 史織

順和会 山王病院

11386 渡邉 実佳

11679 福島 藍

東海大学医学部付属八王子病院

11697 石田 悠里花 東邦大学医療センター大森病院

11925 石滝 有加里

12435 杢保 枝美

東海大学医学部付属八王子病院

13608 杉本 睦美

13993 本木 智絵

東京都保健医療公社荏原病院

13994 甲斐荘 由佳 厚生中央病院

14705 五十嵐 加奈 育良クリニック

15442 浅倉 理芳

国立病院機構 東京医療センター

町田市民病院

－ 神奈川県 －
55 小柳 茂

国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病
院

179 辻村 久美子

304 池ノ谷 千鶴 東海大学医学部付属病院

305 河原井 理絵 東海大学医学部付属病院

666 小柳 紀子

726 渡井 佳彦

国際親善総合病院

994 柳田 栄子

国際親善総合病院

東海大学医学部付属病院

745 宇治橋 善勝 北里大学病院
1186 清水 安子
1272 細川 恵子

東海大学医学部付属大磯病院

1230 幸松 由利子
1323 大塚 順子

東海大学医学部付属病院

1455 峯村 由香

大磯ハートクリニック

1727 鈴木 政子

北里大学病院

1745 妹尾 よしみ

湘南鎌倉病院

1920 倉上 早苗

東海大学医学部付属病院

1925 金子 厚子

日本鋼管病院

1948 大道寺 桂子 康心会ふれあい鶴見ホスピタル

2072 峯村 貴志

東海大学医学部付属病院

2158 小松 純子

横浜新緑総合病院

2601 寺田 美紀子 東海大学医学部付属病院

2603 松家 加奈

東海大学医学部付属病院

2732 栗原 正樹

横浜栄共済病院

3060 榊原 優子

日本鋼管病院

3114 森山 亨

一般財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病
院
ＪＡ神奈川県厚生連 伊勢原協同病院

3153 伊藤 昌子

横浜総合病院

3691 大竹 千秋

ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合
病院

3718 鈴木 香

東海大学医学部付属病院

3795 藤井 滋

北里大学病院

3825 矢後 貴子

横浜新緑総合病院

3874 長谷 未和

東林間かねしろ内科クリニック

4515 吉野 さゆり

聖マリアンナ医科大学東横病院

4873 カラガン 徳代 JA神奈川県厚生連 伊勢原協同病院

4917 田中 弥生

横浜新緑総合病院

4979 端山 律子

神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原
協同病院

4986 平田 春海

立川病院

5486 工藤 令良

北里大学病院

5494 河野 裕美

すが内科クリニック

5513 桜井 知保

テラス内科クリニック

5695 松田 津久美 東海大学医学部付属病院

5773 中村 直美

塩塚産婦人科

6580 遠藤 裕美

7053 田中 和幸

伊勢原協同病院

7284 齊藤 幸映

3165 岩本 洋

3269 曽我部 紀子 聖マリアンナ医科大学病院

東海大学医学部付属病院

7288 山本 麻希子 マザーズ高田産医院

7533 高村 奈緒美 川崎協同病院

7863 藤井 亜希子 東海大学医学部付属病院

8706 神宮字 裕子 愛育病院

10165 奥山 恵里

コシ産婦人科医院

10951 原田 宏美

国立病院機構相模原病院

11245 坂巻 梓帆

11678 小川 綾乃

東海大学医学部付属病院

12433 寳子山 由佳利 東海大学医学部付属病院

15437 塩野 真弓

ワンアンドオンリー 新横浜母と子の病院

15444 横田 あさみ 国立病院機構相模原病院

－ 山梨県 －
188 平出 祐一

山梨大学附属病院

845 新津 好江

甲府共立病院

－ 長野県 －
564 佐々木 宏子 ＪＡ長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療セン 1552 両角 昇
ター

岡谷市民病院

1777 井口 純子

信州大学医学部附属病院

4865 田中 亜紀子 板倉レディースクリニック

5095 成田 厚子

長野赤十字病院

6508 岩下 和広

9559 常田 こずえ 長野赤十字病院
12694 宮川 琴恵

飯田市立病院

11986 中澤 希世子 信州大学医学部附属病院

板倉レディースクリニック

13373 山岸 夏子

新潟医療福祉大学

11249 岡本 良美

長野赤十字病院

－ 新潟県 －
1560 渡辺 博昭

－ 富山県 －
7434 田近 美由紀 西能クリニック

－ 石川県 －
14002 梅田 千草

金沢聖霊病院

－ 福井県 －
14004 中川 尚子

福井愛育病院

－ 岐阜県 －
607 森 晴雄

岐阜県総合医療センター

1945 佐々 敏

大垣女子短期大学

2938 若山 景子

永田産婦人科

3862 田中 真由美 地域医療機能推進機構 可児とうのう病院

4094 関根 綾子

岐阜大学医学部附属病院

4321 髙木 明美

大垣市民病院

4537 間宮 理恵

永田産婦人科

5094 中島 弘之

社団友愛会 岩砂病院・岩砂マタニティ

8074 西脇 睦

友愛会岩砂病院・岩砂マタニティ

11253 近藤 美保

永田産婦人科医院

－ 静岡県 －
667 秋山 敏一

藤枝市立総合病院

732 荒谷 浩一

USサポート浜松

800 新村 宏美

焼津市立総合病院

805 杉山 髙

浜松南病院

912 荒谷 智美

聖隷健康診断センター

937 北川 敬康

藤枝市立総合病院

1435 森本 典子

聖隷浜松病院

1487 加藤 まり子

聖隷浜松病院

1516 田中 一江

聖隷三方原病院

2077 宮本 悦子

聖隷健康サポートセンターshizuoka

2204 馬場 紀子

聖隷浜松病院

2312 加藤 眞美

聖隷浜松病院

2326 北村 祐子

聖隷三方原病院

2846 林 健太郎

藤枝市立総合病院

3185 岡井 直子

聖隷三方原病院

3719 鈴木 朋子

焼津市立総合病院

3782 廣戸 ゆり

聖隷予防検診センター

3809 松本 文乃

焼津市立総合病院

4178 遠藤 佳秀

富士市立中央病院

4183 大杉 桂子

聖隷予防検診センター

4387 中村 元哉

静岡県立総合病院

4710 渡邊 千穂

4988 平野 亜希子 聖隷健康サポートセンター Shizuoka

5096 古田 恵

5600 土戸 景子

6104 新村 奈津美 聖隷浜松病院臨床検査部

聖隷予防検診センター

7700 影山 実那子 聖隷浜松病院

9126 松本 裕美

聖隷健康診断センター

聖隷浜松病院

10495 長谷川 加代子 浜松市リハビリテーション病院

11982 吉中 富士美 浜松医科大学附属病院

11985 山本 純子

富士市立中央病院

12691 牛田 淳子

聖隷浜松病院

13997 原 真理子

聖隷浜松病院

14704 鈴木 紋子

聖隷浜松病院

15441 岩崎 佐知子 富士市立中央病院

－ 愛知県 －
310 中島 久美子 東芝メディカル
553 足立 正純

慶桜会 東可児病院

1321 太田 和幸

445 古川 博

藤田保健衛生大学病院

1114 鶴田 隆一

名古屋徳洲会総合病院

1523 出口 恵三

厚生連 渥美病院
大雄会 総合大雄会病院

1758 金田 優子

順芳会

1825 原 秀雄

1987 田中 幸男

大雄会第一病院

1995 都筑 奈加子 宏潤会 大同病院

2039 原 祥子

大雄会

2537 井戸 さち子 宏潤会 大同病院

2741 小西 佐百合
3420 櫻井 昌代

藤田保健衛生大学病院

2814 杉山 麻美

有限会社 メディカルサウンズ

3861 伊藤 紀子

小石マタニティ＆チルドレンクリニック

3863 野崎 真由子 藤田保健衛生大学病院

5065 石井 智香子 名古屋徳洲会総合病院

5097 上野 文枝

5414 岩月 恵子

労働福祉機構 中部労災病院

5826 宮地 千恵子 半田市立半田病院

6028 牧野 芳樹

メドック健康クリニック

7283 宮村 恵理

シミックPMS

7286 水谷 久美

7939 須藤 朋子

坂文種報徳会病院

8671 大塚 恭子

9153 山口 美香

GEヘルスケアジャパン

10510 堀 紗矢

12698 都築 朝美

葵鐘会 グリーンベルARTクリニック

13381 川合 さやか 清風会 岡村産婦人科

13383 櫛田 千恵

藤田保健衛生大学病院

13385 本多 里美

藤田保健衛生大学病院

15445 水野 華子

産科・婦人科 ミナミクリニック

江南厚生病院

14709 松田 奈津美 清風会 岡村産科婦人科

－ 三重県 －

山下病院
医療法人葵鐘会 ロイヤルベルクリニック

1169 安田 鋭介

鈴鹿医療科学大学・大学院

14707 土井 陽香

ヨナハ産婦人科小児科病院

10501 古城 文子

医療法人 尚徳会 ヨナハ産婦人科小児科病
院

12701 田中 敦子

南草津野村病院

15449 吉川 知美

桂川レディースクリニック

－ 滋賀県 －
1190 東 明美

近江八幡市立総合医療センター

13380 鬼塚脇 明子 真心会 野村産婦人科

－ 京都府 －
24 西山 令子

3672 北野 智美

京都府立医科大学附属病院

7437 磯田 美絵

もりした循環器科クリニック

1900 加藤 早苗

京都第一赤十字病院

7281 浅野 佳織

島岡医院

－ 大阪府 －
107 松本 俊子

祥佑会 藤田胃腸科病院

375 後藤 きよみ

関西医療大学

425 尾崎 俊也

社団医療法人 トラストクリニック

674 井門 浩美

国立病院機構 大阪南医療センター

1410 林 光久

岸和田徳洲会病院

1464 芳野 奈美

小阪産病院

1779 河島 義弘

協仁会 小松病院

3411 渡辺 訓章

大手前病院

3419 白川 瑞恵

関西医科大学附属滝井病院

3422 盛本 美恵子 関西医科大学附属枚方病院

3703 本田 理惠

3859 大川 朋子

小阪産病院

4087 野村 圭子

4161 今里 明美

大阪府立急性期総合医療センター

4207 門田 公輔

済生会泉尾病院

4494 山下 真理子 大阪市立大学医学部附属病院

4534 池阪 美佳

愛賛会 浜田病院

4623 清水 啓子

阪南市民病院

5098 吉田 英美

小阪産病院

5768 内田 純子

小阪産病院

5812 長濵 泰子

大阪はびきの医療センター

6328 野邊 八重子 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大

6363 松浦 久美

琢生会 神田マタニティークリニック

6750 長谷部 愛

大阪警察病院

7034 内田 美紀

大阪警察病院

7226 宮谷 真子

大阪警察病院

7416 山口 里枝

愛仁会 高槻病院

7779 白井 弘子

淀川キリスト教病院

8528 中岡 直美

大阪暁明館病院

8664 岩田 塔子

めぐみ助産院

8675 宮城 晶子

大阪府立母子保健総合医療センター

8744 山田 直美

大阪府立急性期・総合医療センター

9422 長嶺 みどり

淀川キリスト教病院

9518 北角 明子

河内友紘会 河内総合病院

9558 下本 知子

竹村医学研究会小阪産病院

9561 野田 智恵子 大阪府立母子保健総合医療センター

10502 藤枝 美佳

阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

10503 入江 明美

大阪府立母子保健総合医療センター

10505 磯部 美苗

竹村医学研究会小阪産病院

10507 冨田 美津子 恵生会病院

11250 菅 真理子

ケイ・レディースクリニック

11251 西村 千代

ケイ・レディースクリニック

11256 池部 麻衣子 愛仁会 千船病院

11863 植島 里佳

地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院

11988 木原 節子

ケイ・レディースクリニック

11990 湯之上 和実 浜田病院

11992 中井 絵美

淀川キリスト教病院附属レディースクリニック

12696 橋本 芳美

ケイ・レディースクリニック

12697 井上 アキ

竹村医学研究会小阪産病院

12699 小南 七恵

川端産婦人科

12700 岡田 舞

10504 辻 里佳

一般財団法人 大阪府警察協会 大阪警察
病院

13375 千久和 詩聖 日立製作所ヘルスケア

13378 小山田 桂子 ケイ・レディースクリニック

13379 富田 恵

大阪府済生会野江病院

13384 青木 倫子

恵生会病院

13670 三輪 絢美

千船病院

14003 金沢 了子

大阪府立母子保健総合医療センター

14005 松原 弥生

ふじたクリニック

14006 永嶺 由貴恵 大阪大学医学部附属病院

14007 栗濱 有加

愛賛会 浜田病院

14708 松下 景子

明峰会 東山産婦人科

14712 合田 弥生

関西医科大学総合医療センター

14710 久保 かおる 琢生会 神田マタニティクリニック

15447 山本 清美

明峰会 東山産婦人科

15448 中山 亜耶

15452 井之上 侑加 大阪母子医療センター

15453 西田 美加

在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリス
ト教病院

－ 奈良県 －
1709 松下 陽子

天理よろづ相談所病院

1889 太田 奈津子 天理よろづ相談所病院

2243 吉村 さゆり

天理よろづ相談所病院

2604 豊田 茂美

天理よろづ相談所病院

3071 中田 恵美子 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター 3169 植東 ゆみ

天理よろづ相談所病院

5730 山口 敬子

大和高田市立病院

奈良県総合医療センター

8408 菊地 友和

11437 森下 友香理 生駒市立病院

－ 兵庫県 －
256 岩崎 昭宏

明石市立市民病院

738 井上 太

明和病院

1476 岩下 直美

兵庫県立がんセンター

1744 古水 道代

林産婦人科

2041 東浦 晶子

兵庫医科大学病院

2203 登尾 薫

神戸市立西神戸医療センター

2514 山本 綾

誠仁会 大久保病院

2564 小幡 朋愛

兵庫県立尼崎総合医療センター

2937 神谷 映里

関西看護医療大学

2977 井上 朋子

三木市立 三木市立病院

3990 嵯峨 加津子 兵庫県立淡路医療センター

4399 西山 ひとみ 兵庫県立尼崎総合医療センター

5772 時本 里美

5866 上田 堅恵

兵庫県立西宮病院

6587 井上 香瑞江 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院

6971 小林 佳子

兵庫県立西宮病院

7079 徳岡 恵里

西脇市立西脇病院

7190 松﨑 俊樹

姫路赤十字病院

7287 山田 忍

薫風会佐野病院

7565 下佐田 久実代 兵庫県立西宮病院

7902 安井 幸代

兵庫県立姫路循環器病センター

7937 黒﨑 智美

伯鳳会赤穂中央病院

7942 安福 万紀子 なでしこレディースホスピタル

8663 石原 ゆき

池本脳神経クリニック

8665 岩本 輝子

北須磨病院

8669 小島 知位子 兵庫県立がんセンター

9553 北里 敦子

平野マタニティクリニック

10506 町田 めぐみ ヨシダレディース＆マタニティクリニック

伯鳳会産科婦人科小国病院

11882 森口 亜紀子 兵庫県立西宮病院

10511 田中 友美

瑞祥会みずほレディースクリニック

11991 山口 かおる 母と子の上田病院

12702 小成 華世

産科婦人科 小国病院

15446 福島 優

－ 和歌山県 －
3675 木下 博之

社会保険紀南病院

9555 塩崎 智子

新宮市立医療センター

9145 森下 真由美 日本赤十字社 和歌山医療センター

－ 島根県 －
12375 松下 恵子

益田赤十字病院

－ 岡山県 －
1596 太田 直樹
10508 小栁 彩

井原市立井原市民病院

5946 中西 明子

大岡大学大学院保健学研究科

三宅医院

13386 山西 智未

三宅医院

GEヘルスケア・ジャパン

14008 米本 裕子

正岡病院

14309 藤井 知美

JA尾道総合病院

－ 広島県 －
11989 石村 球

14009 特手 あゆみ GE Healthcare Japan

－ 山口県 －
2687 谷川 康子

至誠会梅田病院

3254 嶋原 紀子

4536 田中 妙子

至誠会梅田病院

8083 守田 みゆき 山口県立総合医療センター

11255 永井 識子

光市立大和総合病院

12704 松浦 真砂美 山口大学医学部附属病院

－ 徳島県 －
14711 吉本 夏実

徳島大学病院

－ 愛媛県 －
11252 徳原 園佳
14654 西村 栞奈

ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリ 13382 髙橋 眞有美 いのうえ産婦人科
ニック
つばきウィメンズクリニック
15450 山路 めぐみ 産科婦人科 ばらのいずみクリニック

－ 高知県 －
7212 宮尾 恵示

高知大学医学部附属病院

－ 福岡県 －
380 和田 匡子
3162 井上 知美
13377 浦 みどり

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院

1417 藤山 章子

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院

9554 古賀 恭子

福岡市立こども病院

7282 牛島 恭子

村上病院

1461 清崎 美保

医療法人 聖粒会 慈恵病院

純真学園大学

－ 長崎県 －
520 藤山 澄代

三宅脳神経外科医院

－ 熊本県 －
1459 古閑 智子
1463 古川 安子

相生会 にしくまもと病院

2103 髙木 智子

聖粒会 慈恵病院

2104 竹下 裕子

聖粒会 慈恵病院

2540 森上 美香

桜十字病院

3865 鷲津 敏子

慈恵病院

5093 神力 るみ

熊本大学医学部附属病院

5647 吉田 かおり

済生会熊本病院

6280 山門 静子

社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院

6433 松嶋 美也

医療法人 聖粒会 慈恵病院

7941 竹田 絵美

アクティブエイジング研究所 小山内科クリニッ
ク

11254 米森 千恵

聖粒会 慈恵病院

15451 原田 莉砂

慈恵病院

12703 光永 香織

ウィメンズクリニックグリーンヒル

－ 宮崎県 －
3682 鞍津輪 優子 県立延岡病院
5696 今西 佳奈

三原内科

5581 武田 恵美子
15454 今村 梢

野田医院

－ 沖縄県 －
743 上江洲 安弘 大浜第一病院

918 上地 学

1740 比嘉 由紀子 那覇市立病院

2477 松田 英世

4846 斎藤 辰好

かりゆし会 ハートライフ病院

4888 松田 田鶴子 健康管理センター

5480 喜納 薫

沖縄県立南部医療センター、こども医療セン
ター

7120 古波蔵 美佐喜 仁愛会 浦添総合病院

7938 鎌田 あすか ディーブイエックス株式会社

友愛会南部病院
友愛会 豊見城中央病院

